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第 2744回 例会

平成 27年 12月 10日
《司

会》

《含

嘔》

新聞桂子

君

天候 曇

細胞 に負担 を与えて、中性脂肪
の過剰な合成か ら脂肪肝 とな り

「識等の生葉」

アル,― ル肝炎肝硬変 肝臓がん とい
う経過 に槃が ることもあ ります

《 BGM》

mariah carey 「merry OhristmasJ

《ゲス ト》

生子 哲男 ガバナーエ レク ト
渡邊 英昭 次期地区幹事

が 脂肪肝 の段階までです と十
分に正常化す る0が 期待できま

くビジター》

増日 正之

《ホ 日のお祝い》
お誕生 曰
なし

(富 士山吉原

RC)

すが 肝硬変にまで進行す ると
不可逆性 の変化 となつて しまいます。アルコルには、ある程度の飲
酒量までには血管拡張作用や利尿 作用 があ りますので・ お酒"
を飲む ときには水分補給が必要 とな ります。探酔いを防 ぐため
に も水を補給 しなが らお酒 を戴 くことをお拗 め します。
̀お 酒 'を 禁上 してい る宗教はイ
スラム教、 スー教、一部 のキ

結婚記念 曰
12月 11日 伊藤 洋 一郎 君

̀ン

'ス
ト
教な どがあ りますが米 国で も 1920年 か ら1933年 まで憲法を改

正 してまでお酒の製造、販売

運搬が禁止 されていま した。フ
スタント
の
ル
派 禁酒運動 とア
依存症 の弊害 が知 られ るよ うにな
…
・ ,産 出国の ヽイツに
つた事 と丁度敵 国 とな りつつあった最大 のヒ

,テ

《生手 ガバナーエ レク トご挨移要 旨》
早い もので指名 され てか ら 1年
8ヶ 月にな りま した。
先 日の 甲府 での地区大会でも地
域 の 9タ ラフが,ホ ストとして参力,し て
大会が大変盛況な地区大会 にな り
ま した、2620地 区は 40名 以下 の
クラフが 51タ ラフ もあ ります今後少
ない会員数 のタラフか らカハナーを排
出す るのは大変になって来ます 、そ こで分区で支 えれ ば分区内
の親睦や 、絆 も深 ま り地区の活性化につ なが リー石二鳥になる
とお もい ます.是 非皆様 のご協力 をお願い致 します。
第 4分 区内は地区大会、全員登録で そ して又 大会運営 に
もご協力 をお願 いま します。来年 は,ウ ,財 団 100周 年 です財 団
ーの世界大会 は来年 5
寄付 もよろ しくお願 い します。 ソ
ル の,― タリ
月 28日 〜 6月 1日 までです皆でソウ
ルに行 きま しょう、12月 15
日まで登録料が $310で すそ の後は高 くな ります 、ツク
ルの次 の世
界大会 はアメ のアレンタです、 これ も予定にいれて くだ さい。

対す る反発が誘因 ともいわれていますが、当時のウ
ン大統領は
イルソ
拒否権 を発動 したのにも関わ らず議会が再可決 したのが禁酒法
で した。さすがに この悪法は 成立後 10年 10か 月 19日 7時 間
32分 00秒 で廃 止 されて 20世 紀 の最大悪法 と言われた との こと
です。
近 々選挙権が 18歳 か らとなるよ うです が 、お酒 は未 だ 20歳
のよ うです。 こち らは どうなるので しょうか ?
また、なぜ 20歳 と決まったので しょ うか ?

く会■卓雷》
rネ ッ トワールの軌躊J

宮城 晨代 氏
このル ト
ワルとい う社名 ですが
これはフランス語の造語で「あの星」
とい う言葉で してこの美 しい星

'力

地球 を少 して も存続 させ たい と

く会 長揆拶 要 旨 》

い う思 いを込 めま した。 も う少

佐襦 機 会 長代 行

し前 の 私 か ら振 り返 ります と

お酒 の主体であるアルコルは適 当であれ ば健康に良 く、心理的に
も好影響 を与 える良薬 としての一面があ りますが、多■の飲酒
は脳内の神 経細胞 に作用 して機能低下を きた し 呼吸停止か ら
死亡に至 る場合 も起 こ りえます。長期間にわた る飲酒 は肝臓 の

短大卒業後ル t静 岡の制作報道
部 に入社 しま した。 そ こで は 「マイしずおかJの ′
イムキ゛ ―兼 アシスタ
ント
レクタ に配 属 され ま した .
ティ

毎 日毎 日ティレクター4人 と半人前 の私 の 5人 で企画 を立ててい

たのですがネタ探 しに追われ皆苦 しんでいま した。あるとき一人
のテ ィレ
クターがいい案が浮かんだ と 2人 の面 白くて地元で人気の

の私の最高 の喜びです.
で も ひ とつだけ心残 りがあ ります。私の大好 きな父です.
いつ も私 の行動 を理解 し、応援 して くれ物心両面か ら支 えて く

発生を見つけたか らこれてい こ う。 これが今でも続 いてい るテレ
t静 岡の長寿番組 「ル と寺子屋 」 の●.Nま りで した。小学校 の体

れ ま した。父は長 い間静岡市議だったので市政か ら、私はとシ

育館へ行 き先生に自分で決めたテマてお話 を していただき、聞い

ネスか ら社会貢献 を したい とい う目的が一緒だ ったので常に二人

ているお母 さんたちの顔 を別のカメ
ルです。1回
ラで写す とい うスタィ

三脚で歩んでいま した。その大好 きで最 も尊敬 してい る父が昨

PTAか ら来では

年突然 の病で亡 くな りま した。本 当はその父 に今 の私 と会社 を

しい との声が殺到 したのを覚 えています。テレヒ静岡の 5年 間で
私は出動す ると新聞 4紙 を隅か ら隅まで読む とい う習債 がつい
ていま した。結婚 して家庭 に入 つて も常に読み世間にアンテナをた

みて もらい、少 しは安心 させたかった と残念でな りません。で

てるとい うことを続 けていた よ うな気が します.

の精神で今後 も頑張つて父に恥ず か しくない生き方を してい こ

目か ら大反響で

あちこちの小学校や公 民館

15年 ほ ど前のことです。新聞紙上やニュスで取 り上げ られてい
た社会問題 は 産業廃棄物の不法投棄 とい う問題 で した。世の
中はまさに大i生 産、大■消費、大量廃来 の時へ で したが、静
岡県は富士山を抱 え環境 を意織 し新たな処分場は作 らない とい
う方針で した。私は静岡県のコ ミをそのままタンフカーで愛知県

も父は,期 まで、いつ どこにいて も前向きに生きるとい うこと
を示 して くれま した。父がいつ も私に言つていた 「忘已利他 J
うと思 つています。
本 日は ご清聴 いただきま した 、あ りが とうござい ま した。
《ス マイル 颯 告 》
伊藤洋一食
̀君

二重県に捨てにいってい る状態はおか しい と思い ま した。少 し
て も廃棄物 の■ を減 らして他県にお世話 にな らない よ うにすれ
ばと

そのことに意義 を感 じ 陥 環型社会 の小 さくて も核 に

な りたい」 とい う大きな志で小 さな会社 を立ち上げま した。そ
れがわゆ¨ です。
始めの 3年 間は本当に苦 しみま した.で も私 は常に 「混ぜれ
ば,ヽ

分ければ資源ですJと まず啓豪活動だ と思い頑動

た.3年 目を迎 える頃ですか

氣谷雄太HF・ 君

まし

んに協力す るよとい う会社が増 えていきま した。
鈴木 寿人 君

った ことは,で もヽ
ライしていま した。このころ大企業向けの世界
基準 ISOが 作 られま したが それに代わる環境省が中小企業向
け工,ア クン の認証 を作 りま した。これな らお金 をかけず 自分たち
=ン

が勉強す ることによ りとれ るか もしれ ない。 一人の社員が言い
・
出 し、皆 で必死に努力 しチャレン
シ しま した.そ して県内でしフタ

相原 雄治 君

大村 幸代 君

した。
「くろ麦で,イ ン」最高で した。 大角 さんに感謝

川 口 尚宣 君

申し上げます。次回の 「ワインの会 」 も楽 しみで
す。まだ参加 したことのないみな さ―ん ,次 回
はぜひ ご一緒に。
先週 のフイン会では くろ表 にて美味 しいお料理 と

=

定 しなけれ ばな りません。 自ら見つ けた課題 を設定 し道筋をた
て検証 し解決に導 くとい う件業 して初めて更新 されます。
この認証つ エコアク
ショ
ンをいれた名刺を もって営業にいつた とき
の ことです。大 きな部品メカ にお邪魔 した ときその会社 の名物

美味 しいフインで楽 しいひ と時 を過 ごす こ とがで
ンタ していただいた神野会員 と
きま した。リティ
,イ ン
をご手配いただいた大角会員に感策致 しま

会長が私 の話 を聞いて くれた後 、環境部長 を呼んで私の名刺を
みせ右上隅にのせてあ る‐ クの下の小 さな 0000493と い う数字
をよみ ど うい う意味がわかるか ?と 質 F・3し ま した。 こんなに
小 さな数字の段階で認証取得 を した とい うことは、環先 に真剣

高石 優子 君

に向き合 ってい る証拠だ といって くだ さいま した。それには私
もび つ くりして、褒 め られて嬉 しかったのですが、名物会長 は
人 と目をつける場所 も違 うのだ な と感 心 して しま しま した.
袋井 の私の工場 は廃楽物 のステーカン、フラット
フォユだ と思つていま
す。色 々な廃栞物 を排 出事業所 でできる限 り自ら分男1し てもら

先週のワインの会 に参力1さ せていただ きあ りが
とうございま した。神野 さんそ して,イ ンを提供
いただ きま した大角 さん皆様 に感謝 してスマイル
します.
先 日の 「くろ表フイン会 Jと て も楽 しめま した。
せい ろ 7杯 は さす がに翌 日まで満肢感 が残 り
ま した。神野 さん大角 さんあ りが とうございま

■フに入 る段階での速 さで取得す ることができま した。エコアクシ
ンは一度認証 を受 けても 2年 後に更新審査があ ります。この更新
が大変で常に新たな環境経営につ ながる課題 を自ら見つ け、設

は悪 くないな と思います。
コルフコ
ン^で 3桁 をたた
先 日の 「あすなろ会」・
ハ
いたのです が ンテ ィキャッフ が乗 り優勝 させて い
ただきま した。 このス が営業成績 だつた らど
'ア
んなにいいのに と思います。次回は 3月 15日
に決ま りま したのでな つて ご参加 くだ さい。

ワルさ
少 しずつ同 じ料金 な らネット

この間、会社 も社員 も努力 し金がかか らない ことで よい と思

結婚記念 日のお祝いあ りが とうございます.
・
｀―前 、中島美雪 の名前
ンャ
中島みゆきはメ
■・ と
て歌つていた と昨夜知 りま した.私 は結婚 して
「山辺Jの 姓を伊藤に変 えま した。それか ら少
しだけ運が向いてきま した。それだけでも結婚

す。次回 も必ず参加 したいです。
先 日のフイン会が とて も楽 しく美味 しかつたの
でスマイ
ルします。 ,イ ンは もちろんお食事 も とで も
美 味 しかったので最後 のせ い ろが二枚 しか食
べ られな くて残念で した。伊藤先生素敵なお花
あ りが とうございま した。

《 出席颯 告 》
会員数
54(50)
54(48)
54(50)

出席

欠席

39
35

9

MU

完全欠席

確定出席率

5

90 0%

います.そ して当工場で,,の 目を持 つて再分別 します。その後
も う一度最後の働 きができるよ うに見合 った ところへ 回 してい

12/10

きます。それはある意味で 目利 きの仕事 にな ります.そ の 目を
表 うために皆それぞれ努力 しています.そ のおかげで当工場か

《クラノ会燎 ′ヽ ―プか らの連議事項》

ら埋 め立て処分所べ い く廃楽物はほ とん どあ りません。

会報 14・ 成について 「卓話原稿 が無い場合は写真

今改めて思 うことは私が頑張って これたこと 会社が継続 で
きた ことは 全で私について きて くれ た社員 の頑張 りのおかげ

夫 して 原稿起こ しの作業無 しに会報作成作業を効率化す る」こと

だ と思 つています。そのおかげで今期過去最高の売 り上げを達

ろしくお願 いま します。

成でき、や っ と人並みのホ■スを支給できるよ うにな つたのが今

12/3

11/26
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タラ′会議 グル ープ リー ダー

鈴木

寿人

画像デー タな ど工

を 9月 3日 の理 事会にて ご承認 いただきま した.ご 理解 ご協力 よ
く会薇奮産

長口きみ の>

